
遊園地

西武園ゆうえんち
オールシーズン券

・有効期間（2017年 3月末まで）のお好きな1日利用できます。
・入園・アトラクション乗り放題（夏期はプールの利用もできます）
・チケットは大人・子供共通（3歳から有料）

会員 1 枚 800 円
＊ 1会員 10枚まで

よみうりランド
ワンデーパス券

・有効期間（2017年 3月末まで）のお好きな1日利用できます。
・入園＋アシカショー＋のりもの乗り放題
　（プールWAI の入場ができます）
・チケットは大人・子供共通（3歳から有料）

会員 1 枚 2,600 円
一般および 5枚以降 3,300 円
＊ 1会員 4枚まで

サンリオピューロランド
パスポートチケット

・有効期間　7月 16日（土）～ 9月 30日（金）
　（休館日 9/7・8・14・15）
・入場とアトラクション乗り放題
・チケットは大人・子供共通（3歳から有料）

会員 1 枚 1,800 円
一般および 6枚以降 2,300 円
＊ 1会員 5枚まで

入浴券

天然温泉
仙川湯けむりの里

・有効期限なし（土・日・祝日も利用可）
・入浴回数券 1セット（10枚綴）
　通常料金（大人 1回あたり）平日 750円、土日祝 850円

会員 1 セット 5,000 円
一般及び 5セット～ 5,400 円
＊ 1会員 4セットまで

ホテル食事券
帝国ホテル東京本館17階

インペリアルバイキング
『サール』
ランチ券

・有効期間　9月 30日（金）まで
・時間　11：30～ 14：30
・ランチ　約 40種類のブッフェ料理
・要予約　03-3539-8187
・土日祝利用の場合は、現地にて別途900円をお支払いください。

通常料金 6,050 円のところ
会員 平日 1 枚 3,900 円
一般及び 5枚～ 4,900 円
＊ 1会員 4枚まで

帝国ホテル東京本館1階
パークサイドダイナー

食事券

・有効期間　9月 30日（金）まで
・時間　11：00～ 23：00
・洋食プリフィクスコース
 前菜またはスープ、メインディッシュ、デザート、コーヒー
または紅茶から、それぞれ 1品お選びください
・予約制ではありません。混み合っている時は、お待ちいただ
く場合があります。

通常料金 5,400 円～ 7,000 円相当
会員  1 枚 3,100 円
一般及び 5枚～ 3,900 円
＊ 1会員 4枚まで

吉祥寺東急ＲＥＩホテル（旧 吉祥寺東急イン）

井の頭吉祥ダイニング
ランチブッフェ券

・有効期間　9月25日（日）までの土・日・祝日及び8月12日（金）
・ランチブッフェ　11：30～ 15：00（90分制）
・ 7/30～ 8/28の土・日・祝日及び 8/12（金）は、特別営業期間
となるため、現地にて別途大人300円ををお支払いください。
・予約 TEL　0422-47-0928

通常料金大人 2,400 円のところ
会員　大人 1,700 円
　　　4歳～小学生 800 円
一般及び5枚～ 大人 2,100 円
 4歳～小学生 1,000円
＊ 1会員 4枚まで

吉祥寺東急ＲＥＩホテル（旧 吉祥寺東急イン）

井の頭吉祥ダイニング
ディナー券

・有効期間　9月25日（日）までの土・日・祝日及び8月12日（金）
・ディナーブッフェ　17：30～ 21：00（90分制）
・予約 TEL　0422-47-0928

通常料金大人 3,800 円のところ
会員　大人 2,700 円
　　　4歳～小学生 1,100 円
一般及び5枚～ 大人 3,400 円
 4歳～小学生 1,400円
＊ 1会員 4枚まで

売切次第終了！

売切次第終了！

売切次第終了！

土日祝開催

土日祝開催

＊催事や貸切など特別営業期間中は利用できない場合がありますので、ご了承ください。

※すでに規定枚数を購入された方は、一般料金となります。
（注：西武園は1会員10枚まで）

日時・枚数

日時・枚数

場　所

座　席

料　金 区　分 大　人 学　生 高校生以下

一　般
（通常料金）

会員･家族
3,200円
（3,500円）

2,500円
1,800円
（2,000円）

1,400円
900円

（1,000円）

700円

春風亭小朝 独演会

購入方法

新春初笑い寄席
新しい年の、笑い初め！
福を呼びます、小朝の落語！

三鷹の落語の初笑いは、やっぱりこの人！春風亭小朝師匠で始まります。
澱みの無い鮮やかな語り口で、次から次へと湧き上がっていく爆笑の渦。
小朝師匠の落語で大いに笑って、新しい年の福を、呼びこんでください！

2017年1月21日（土）午後1時～　先着30枚
三鷹市公会堂　光のホール
指定席

＊学生、高校生以下の方は、当日学生証をご持参ください。
＊未就学児入場不可　＊託児サービスあり（三鷹市芸術文化センター0422-47-5122 に申込み。
 1月7日（土）締切。1歳～未就学児。500円。定員10人）

会報到着後～8月22日（月）までに、サー
ビスセンターへ電話でお申し込みください。
先着順に受付します。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・枚数を
お伝えください。

新橋演舞場11月公演

三婆三婆
さ ん ば ば

敵か味方か？突然始まった、3人のおばちゃまたち
の奇妙な共同生活。そこに巻き込まれていくさえ
ない中年男。これは果たして喜劇、それとも悲劇？

申込方法

場　所

料　金

座　席

出　演

11月19日（土） 午後  4時30分～　先着10枚
11月20日（日） 午前11時30分～　先着10枚
新橋演舞場
【アクセス】東京メトロ東銀座駅〔6出口〕より徒歩5分

1等席
大竹しのぶ、渡辺えり、キムラ緑子、段田安則 ほか
通常料金　大人12,000円のところ
大人　会員・家族　7,800円（一般　9,800円）
8月8日（月）午前9時～ 8月22日（月）までに
サービスセンターへ電話でお申し込みください。
先着順に受付します。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・日にち・
枚数をお伝えください。

（単位：円）

支　出
事業費支出
管理費支出
特定預金積立
次期繰越収支差額

合　　計

平成27年度 収支決算報告
53,034,296
9,936,210
446,520

△ 520,208
62,896,818 ※詳しくは、サービスセンター

ホームページをご覧ください。

収　入
入会金収入
会費収入
事業収入
補助金収入

28,900
18,351,000
19,307,360
19,345,679

雑収入
特定預金取崩収入
前期繰越収支差額
基本財産運用収入

361,069
6,000,000
△ 497,190

0
合　　計 62,896,818

入会金0円（ゼロ円）キャンペーン実施中！
会員加入促進

期間中、新規に加入された事業所の皆様は、入会金無料！
ぜひ、この機会にお知り合いの事業所をご紹介ください。

キャンペーン期間：平成28年7月1日～平成29年3月31日
ご紹介いただいた事業所が加入された場合、クオカード（500円相当）を差し上げます。

260
2016 8

事 業 所 479社 （前月末比1社増）
会 員 数  3,006人 （前月末比増減なし）
（内 個人会員 284人）  平成28年6月30日現在

○西武園ゆうえんち秋冬券　
○茨城なし狩りツアー　10月23日（日）9月号の予告
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前期分

日帰りあっせんツアー

有効期間

内　　容 料　　金

購入方法

枚　　数

全国のTOHOシネマズで期間中利用できるチケット
＊3D映画等ご利用の場合は、映画館で追加料金が必要となります。

9月1日（木） ～ 2017年2月28日（火）

1会員4枚まで会員価格で購入できます。

会員 1枚　900円
一般及び5枚以降 1,300円
会報到着後から8月22日（月）までに
サービスセンターへ電話でお申し込みください。

パスポート
　　　チケット
パスポート
　　　チケットシネマズシネマズ

申込期限  
8月22日（月）

まで

TOHOシネマズ府中･南大沢などでご利用できます!
新宿、日本橋、渋谷等のTOHOシネマズでも
利用できます。

申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・枚数を
お伝えください。

料　金

●有効期間（9/3～11/28）のお好きな1日利用できます。
●入園＋のりもの乗り放題
●大人・子供共通　※チケットは、3歳から必要
1会員あたり、4枚まで（合計280枚）

内　容

枚　数

購入方法

んんええままししとと
通常料金：大人4,200円／子供3,200円のところ
会員  1枚 600円
会報到着後からサービスセンター窓口で
受付・販売します。
電話でもお申し込みいただけます。先着順・売り切れ
次第終了！
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・
枚数をお伝えください。窓口にお越しになる際は必ず
会員証をお持ちください。

としまえんフリーパス券（木馬の会法人会員券）の取り扱いが、平成29年2月末
をもちまして終了となります。お得な価格で提供できる最後のチャンス。ぜひこの
機会にお楽しみください！（次回は、12～ 2月券販売します）

280枚
先着

9月～11月券 1枚 円
売り切れ次第終了

600のりもの1日券

有効期間
料　　金

枚　数

施　設

購入方法
セサミ スポーツクラブセサミ スポーツクラブ

 2017年3月31日（金）まで
会員　1枚　1,400円
 会員1人につき、
前期（4～9月）に25枚まで購入できます。
　＊後期（10～ 3月）販売分については、後日発行の
会報でお知らせします。

ご利用について
●サービスセンター窓口で「利用券」を購入して、ご利用ください。
●利用時には、必ず「サービスセンターの会員証」をお持ちください。 
●ご利用いただけるのは会員と同居の家族です。

8月9日（火）～10月11日（火）
Bunkamura　ザ・ミュージアム
【アクセス】渋谷駅（ハチ公口）より徒歩7分

 『セサミスポーツクラブ三鷹』
　＊一部別途料金がかかるものがあります。

サービスセンター窓口で販売中！

ビアトリクス・ポター™
生誕150周年

会　場

料　金

会　期

購入方法 ビアトリクス・ポター
《『ベンジャミン バニーのおはなし』の挿絵のための水彩画》
英国ナショナル・トラスト所蔵　
©Frederick Warne & Co., 2016

会員・家族

（通常料金）

大　人区　分
900円
1,1００円
（1,400円） 

大学・高校生
500円
600円
（900円） 

中学・小学生
300円
400円
（600円） 

1,000円
1,200円
（1,500円） 

一　般

親子券（　　　　）大人1名+
中学・小学生１名

＊親子券：チケット1枚（内訳：大人1名+中学・小学生1名）※要同時入場
＊未就学児無料　　＊障がい者手帳の提示で割引料金あり

会報到着後～10月11日（火）まで、サービスセンター窓口で
販売します。

ピーターラビット展

旅行会社主催の日帰り旅行（国内募集型企画旅行）の参加費を一部補助します

直接旅行社へ
TEL

観光庁長官登録旅行業第10号
京王観光株式会社　調布支店
182-0024　東京都調布市布田3-1-7　池田ビル5F
☎ 042-484-2881（担当：秋元）
営業時間  平日9：00～ 18：00（土・日・祝日は休み）
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上ご参加ください。

９月9日（金）までに、直接、右記旅行社へ電話で
お申し込みください。
（サービスセンターでは、申し込みできません。）
＊下記事項をお伝えください。
 1 三鷹市勤労者福祉サービスセンターの会員であること
　　（サービスセンター会員番号、会員・家族・一般の区別）
 2 事業所名、参加者氏名・性別・年齢・電話・住所等

＊会報に掲載してある、下記のツアー全日程が対象です。
＊掲載ツアー料金から補助額を差し引いた金額を旅行社に
お支払いください。
＊集合場所は、各々異なります。
＊サービスセンター職員は、同行しません。

＊バスガイドは乗車しませんが、添乗員が同行・ご案内します。
＊バスの座席は、添乗員の指示に従ってください。
＊旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日前から、
取消料が発生します。
＊最少催行人数（25人）に達しない場合は、中止となります。

補助金額 １ツアーにつき　会員 1人2,000円　同居家族 1人1,000円

9月～11月

™

お申込みについて お申込み・お問合せは、直接旅行社へ!!

お好きな

出発日・出発場
所が

選べます！
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前期分

日帰りあっせんツアー

有効期間

内　　容 料　　金

購入方法

枚　　数

全国のTOHOシネマズで期間中利用できるチケット
＊3D映画等ご利用の場合は、映画館で追加料金が必要となります。

9月1日（木） ～ 2017年2月28日（火）

1会員4枚まで会員価格で購入できます。

会員 1枚　900円
一般及び5枚以降 1,300円
会報到着後から8月22日（月）までに
サービスセンターへ電話でお申し込みください。

パスポート
　　　チケット
パスポート
　　　チケットシネマズシネマズ

申込期限  
8月22日（月）

まで

TOHOシネマズ府中･南大沢などでご利用できます!
新宿、日本橋、渋谷等のTOHOシネマズでも
利用できます。

申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・枚数を
お伝えください。

料　金

●有効期間（9/3～11/28）のお好きな1日利用できます。
●入園＋のりもの乗り放題
●大人・子供共通　※チケットは、3歳から必要
1会員あたり、4枚まで（合計280枚）

内　容

枚　数

購入方法

んんええままししとと
通常料金：大人4,200円／子供3,200円のところ
会員  1枚 600円
会報到着後からサービスセンター窓口で
受付・販売します。
電話でもお申し込みいただけます。先着順・売り切れ
次第終了！
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・
枚数をお伝えください。窓口にお越しになる際は必ず
会員証をお持ちください。

としまえんフリーパス券（木馬の会法人会員券）の取り扱いが、平成29年2月末
をもちまして終了となります。お得な価格で提供できる最後のチャンス。ぜひこの
機会にお楽しみください！（次回は、12～ 2月券販売します）

280枚
先着

9月～11月券 1枚 円
売り切れ次第終了

600のりもの1日券

有効期間
料　　金

枚　数

施　設

購入方法
セサミ スポーツクラブセサミ スポーツクラブ

 2017年3月31日（金）まで
会員　1枚　1,400円
 会員1人につき、
前期（4～9月）に25枚まで購入できます。
　＊後期（10～ 3月）販売分については、後日発行の
会報でお知らせします。

ご利用について
●サービスセンター窓口で「利用券」を購入して、ご利用ください。
●利用時には、必ず「サービスセンターの会員証」をお持ちください。 
●ご利用いただけるのは会員と同居の家族です。

8月9日（火）～10月11日（火）
Bunkamura　ザ・ミュージアム
【アクセス】渋谷駅（ハチ公口）より徒歩7分

 『セサミスポーツクラブ三鷹』
　＊一部別途料金がかかるものがあります。

サービスセンター窓口で販売中！

ビアトリクス・ポター™
生誕150周年

会　場

料　金

会　期

購入方法 ビアトリクス・ポター
《『ベンジャミン バニーのおはなし』の挿絵のための水彩画》
英国ナショナル・トラスト所蔵　
©Frederick Warne & Co., 2016

会員・家族

（通常料金）

大　人区　分
900円
1,1００円
（1,400円） 

大学・高校生
500円
600円
（900円） 

中学・小学生
300円
400円
（600円） 

1,000円
1,200円
（1,500円） 

一　般

親子券（　　　　）大人1名+
中学・小学生１名

＊親子券：チケット1枚（内訳：大人1名+中学・小学生1名）※要同時入場
＊未就学児無料　　＊障がい者手帳の提示で割引料金あり

会報到着後～10月11日（火）まで、サービスセンター窓口で
販売します。

ピーターラビット展

旅行会社主催の日帰り旅行（国内募集型企画旅行）の参加費を一部補助します

直接旅行社へ
TEL

観光庁長官登録旅行業第10号
京王観光株式会社　調布支店
182-0024　東京都調布市布田3-1-7　池田ビル5F
☎ 042-484-2881（担当：秋元）
営業時間  平日9：00～ 18：00（土・日・祝日は休み）
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上ご参加ください。

９月9日（金）までに、直接、右記旅行社へ電話で
お申し込みください。
（サービスセンターでは、申し込みできません。）
＊下記事項をお伝えください。
 1 三鷹市勤労者福祉サービスセンターの会員であること
　　（サービスセンター会員番号、会員・家族・一般の区別）
 2 事業所名、参加者氏名・性別・年齢・電話・住所等

＊会報に掲載してある、下記のツアー全日程が対象です。
＊掲載ツアー料金から補助額を差し引いた金額を旅行社に
お支払いください。
＊集合場所は、各々異なります。
＊サービスセンター職員は、同行しません。

＊バスガイドは乗車しませんが、添乗員が同行・ご案内します。
＊バスの座席は、添乗員の指示に従ってください。
＊旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日前から、
取消料が発生します。
＊最少催行人数（25人）に達しない場合は、中止となります。

補助金額 １ツアーにつき　会員 1人2,000円　同居家族 1人1,000円

9月～11月

™

お申込みについて お申込み・お問合せは、直接旅行社へ!!

お好きな

出発日・出発場
所が

選べます！
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遊園地

西武園ゆうえんち
オールシーズン券

・有効期間（2017年 3月末まで）のお好きな1日利用できます。
・入園・アトラクション乗り放題（夏期はプールの利用もできます）
・チケットは大人・子供共通（3歳から有料）

会員 1 枚 800 円
＊ 1会員 10枚まで

よみうりランド
ワンデーパス券

・有効期間（2017年 3月末まで）のお好きな1日利用できます。
・入園＋アシカショー＋のりもの乗り放題
　（プールWAI の入場ができます）
・チケットは大人・子供共通（3歳から有料）

会員 1 枚 2,600 円
一般および 5枚以降 3,300 円
＊ 1会員 4枚まで

サンリオピューロランド
パスポートチケット

・有効期間　7月 16日（土）～ 9月 30日（金）
　（休館日 9/7・8・14・15）
・入場とアトラクション乗り放題
・チケットは大人・子供共通（3歳から有料）

会員 1 枚 1,800 円
一般および 6枚以降 2,300 円
＊ 1会員 5枚まで

入浴券

天然温泉
仙川湯けむりの里

・有効期限なし（土・日・祝日も利用可）
・入浴回数券 1セット（10枚綴）
　通常料金（大人 1回あたり）平日 750円、土日祝 850円

会員 1 セット 5,000 円
一般及び 5セット～ 5,400 円
＊ 1会員 4セットまで

ホテル食事券
帝国ホテル東京本館17階

インペリアルバイキング
『サール』
ランチ券

・有効期間　9月 30日（金）まで
・時間　11：30～ 14：30
・ランチ　約 40種類のブッフェ料理
・要予約　03-3539-8187
・土日祝利用の場合は、現地にて別途900円をお支払いください。

通常料金 6,050 円のところ
会員 平日 1 枚 3,900 円
一般及び 5枚～ 4,900 円
＊ 1会員 4枚まで

帝国ホテル東京本館1階
パークサイドダイナー

食事券

・有効期間　9月 30日（金）まで
・時間　11：00～ 23：00
・洋食プリフィクスコース
 前菜またはスープ、メインディッシュ、デザート、コーヒー
または紅茶から、それぞれ 1品お選びください
・予約制ではありません。混み合っている時は、お待ちいただ
く場合があります。

通常料金 5,400 円～ 7,000 円相当
会員  1 枚 3,100 円
一般及び 5枚～ 3,900 円
＊ 1会員 4枚まで

吉祥寺東急ＲＥＩホテル（旧 吉祥寺東急イン）

井の頭吉祥ダイニング
ランチブッフェ券

・有効期間　9月25日（日）までの土・日・祝日及び8月12日（金）
・ランチブッフェ　11：30～ 15：00（90分制）
・ 7/30～ 8/28の土・日・祝日及び 8/12（金）は、特別営業期間
となるため、現地にて別途大人300円ををお支払いください。
・予約 TEL　0422-47-0928

通常料金大人 2,400 円のところ
会員　大人 1,700 円
　　　4歳～小学生 800 円
一般及び5枚～ 大人 2,100 円
 4歳～小学生 1,000円
＊ 1会員 4枚まで

吉祥寺東急ＲＥＩホテル（旧 吉祥寺東急イン）

井の頭吉祥ダイニング
ディナー券

・有効期間　9月25日（日）までの土・日・祝日及び8月12日（金）
・ディナーブッフェ　17：30～ 21：00（90分制）
・予約 TEL　0422-47-0928

通常料金大人 3,800 円のところ
会員　大人 2,700 円
　　　4歳～小学生 1,100 円
一般及び5枚～ 大人 3,400 円
 4歳～小学生 1,400円
＊ 1会員 4枚まで

売切次第終了！

売切次第終了！

売切次第終了！

土日祝開催

土日祝開催

＊催事や貸切など特別営業期間中は利用できない場合がありますので、ご了承ください。

※すでに規定枚数を購入された方は、一般料金となります。
（注：西武園は1会員10枚まで）

日時・枚数

日時・枚数

場　所

座　席

料　金 区　分 大　人 学　生 高校生以下

一　般
（通常料金）

会員･家族
3,200円

（3,500円）

2,500円
1,800円

（2,000円）

1,400円
900円

（1,000円）

700円

春風亭小朝 独演会

購入方法

新春初笑い寄席
新しい年の、笑い初め！
福を呼びます、小朝の落語！

三鷹の落語の初笑いは、やっぱりこの人！春風亭小朝師匠で始まります。
澱みの無い鮮やかな語り口で、次から次へと湧き上がっていく爆笑の渦。
小朝師匠の落語で大いに笑って、新しい年の福を、呼びこんでください！

2017年1月21日（土）午後1時～　先着30枚
三鷹市公会堂　光のホール
指定席

＊学生、高校生以下の方は、当日学生証をご持参ください。
＊未就学児入場不可　＊託児サービスあり（三鷹市芸術文化センター0422-47-5122 に申込み。
 1月7日（土）締切。1歳～未就学児。500円。定員10人）

会報到着後～8月22日（月）までに、サー
ビスセンターへ電話でお申し込みください。
先着順に受付します。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・枚数を
お伝えください。

新橋演舞場11月公演

三婆三婆
さ ん ば ば

敵か味方か？突然始まった、3人のおばちゃまたち
の奇妙な共同生活。そこに巻き込まれていくさえ
ない中年男。これは果たして喜劇、それとも悲劇？

申込方法

場　所

料　金

座　席

出　演

11月19日（土） 午後  4時30分～　先着10枚
11月20日（日） 午前11時30分～　先着10枚
新橋演舞場
【アクセス】東京メトロ東銀座駅〔6出口〕より徒歩5分

1等席
大竹しのぶ、渡辺えり、キムラ緑子、段田安則 ほか
通常料金　大人12,000円のところ
大人　会員・家族　7,800円（一般　9,800円）
8月8日（月）午前9時～ 8月22日（月）までに
サービスセンターへ電話でお申し込みください。
先着順に受付します。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・日にち・
枚数をお伝えください。

（単位：円）

支　出
事業費支出
管理費支出
特定預金積立
次期繰越収支差額

合　　計

平成27年度 収支決算報告
53,034,296
9,936,210
446,520

△ 520,208
62,896,818 ※詳しくは、サービスセンター

ホームページをご覧ください。

収　入
入会金収入
会費収入
事業収入
補助金収入

28,900
18,351,000
19,307,360
19,345,679

雑収入
特定預金取崩収入
前期繰越収支差額
基本財産運用収入

361,069
6,000,000
△ 497,190

0
合　　計 62,896,818

入会金0円（ゼロ円）キャンペーン実施中！
会員加入促進

期間中、新規に加入された事業所の皆様は、入会金無料！
ぜひ、この機会にお知り合いの事業所をご紹介ください。

キャンペーン期間：平成28年7月1日～平成29年3月31日
ご紹介いただいた事業所が加入された場合、クオカード（500円相当）を差し上げます。
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事 業 所 479社 （前月末比1社増）
会 員 数  3,006人 （前月末比増減なし）
（内 個人会員 284人）  平成28年6月30日現在

○西武園ゆうえんち秋冬券　
○茨城なし狩りツアー　10月23日（日）9月号の予告
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